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昨今の「常識的な」教師教育の動向 

•「実習・現場観察重視」 
年から年中、学生を学校に行かせれば、授業の見方が身についていくだろう。 

•「レッスン・スタディ重視」 

日本型の教師の主体的な学び（レッスン・スタディ）が世界でも評価されてい
るらしい。さまざまなバックグラウンドを持つ学生が多様な見解をぶつけあう
レッスン・スタディは、教師の授業分析力と実践力を高めることは、間違いな
い。ここに教育方法学者や児童心理学者が加われば、鬼に金棒！ 

•「教科内容学の創設による教科内容面の補強」 

合わせて教科内容の専門家が教科内容について真剣に考えるようになり、
教育に関係する内容を教えれば、教師の教科内容力も高まるだろう。 

 

 



こうした「常識的」な教師教育プログラム
を受けた学生の授業分析例（コメント例） 
•日本女子大学の初等科の学生の場合 
（拙稿「我が国の社会科授業研究の特質とその意義」pp.89-90より） 

•小学校４年生社会科単元「みんなの出すゴミ」のある１時間について
のレッスン・スタディ。Ｋ・Ｊ法と「カード構造化法」が用いられる。 

•単元の理解目標は、次の通り。 

「ごみ処理の流れを理解させ、その流れを阻害しないようにするには、ゴミの分別
が大切であることを理解させること」 

「分別には資源のリサイクルという重要な目的があることを理解させること」。 

•態度目標は、次の通り。 

「ごみの分別を積極的に正確に行おうとする姿勢」「リサイクルに積極的に協力す
る態度」の育成。 

 



こうした「常識的」な教師教育プログラム
を受けた学生の授業分析例（コメント例） 

•単元計画は次の通り。 

•単元前半では、学校や家庭のごみ調べをする。 

•本時（単元中盤に位置づく）は、「分別の仕方を知ろう！」というこ
とで、ゴミの分別の仕方を学び、次時はリサイクルの話となる。 

•その後、燃えるごみ、燃えない（燃やせない）ごみの処理施設がどの
ように処理するのかを、工場見学を通して確認し、そこで働く人たち
に異端多ビューをして、新聞にまとめる（と思われる）。 



こうした「常識的」な教師教育プログラム
を受けた学生の授業分析例（コメント例） 
• レッスン・スタディ（議論）での学生の発言は、次の通り 

「分別中に先生が声をかけた方がよかった」 

「絵がわかりやすかった」 

「ごみの分別を一人の児童だけがずっとやっていた（手分けした方がよかっ
た）」・・・ 

• 議論の焦点は、次の２つになった。 

○「絵に描いてパネルに示したことの効果」 

○「児童のうちの代表者１名がゴミを分別したのみであったこと」 



で・・・これで社会科授業を学生たち
は本当に分析できているのだろうか？ 
• 記録を確認する限り、小学校現場で日常的に行われている単元計画を模倣
して、それをスムーズに実行する能力は保障されると言えるだろう。 

• しかし、「これをなぜ「社会科」で（学校教育で）行わなければならない
のか」・・・という視点が欠落している。 

• 社会科は一般的に、社会を多面的多角的に見ることなどを通して、「健全
な国家・社会の形成者を育成する」ことを目的とする。つまり主権者とし
て必要な社会認識と態度の形成をめざす。そのため家庭や日常生活の行為
も、社会全般の動き、そして政策の問題としてとらえ、その観点から議論
できるようになるように、子どもたちに意図的・計画的に働きかけていく
必要がある。 

• ここから、考えると本単元計画は、社会科というより家庭科の教科目標に
即している授業ではないか。 



もし、社会科としてゴミを授業化する
ならば・・・例えば・・・ 

•拙稿「我が国の社会科授業
研究の特質とその意義」
（pp.90-91）を参照してく
ださい。 



なぜ、単元計画を社会科の教科目標に照ら
して根源から問い直す視点が学生から欠落
しているのか？ 
 •レッスン・スタディのように、実践の逐語記録やビデオ記録から授業
を議論させると、どうしても授業の細部に目が向きやすく、授業の全
体構造から議論することが困難になる。 

（拙稿「「授業研究」からみた社会科研究の方法論と国際化の課題」
pp.48-51参照） 

•学生（教師）自身、学校現場に蔓延した常識的な単元計画や授業に慣
れきってしまい、「これが小学校で行う社会科の授業」と思い込んで
いる。 

•学生（教師）自身、これ以外の選択肢を知らない。また教えられてい
ない。現場観察でも出会わない。 

 



なぜ、単元計画を教科目標に照らして根源
から問い直す視点が学生から欠落している
のか？ 
 
•さらには、こうした根源的な議論は、そもそも単元計画作成段階で行
わなければならないのだが、昨今、授業計画を議論することは、東京
大学の佐藤学らによって「技術的熟達者」と位置づけられて、忌み嫌
われ、排除されてしまった。 

•佐藤は、計画に拘らず状況即応的な対応をできる教師こそが「反省的
実践家」で、主体的な教師なのだと主張し、単元や授業計画を細かく
作成したり、計画に時間を割くことを時代遅れでアメリカでは殆ど
やっていない、などといった言い回しで批判し、発想のパラダイム転
換を要求した。 

（この点を批判した論文が、やっと最近になって一般教育学からも登場して
いる。石井英真「授業研究を問い直す―教授学的関心の再評価―」『教育方
法４３ 授業研究と校内研修』図書文化、2014年。） 

 



「こうした未熟な分析しか学生ができない
のは、教科内容の理解力が劣るから」と、
この話を聞きながら、今あなたは、そう考
えていませんか？ 
•私も以前はそう考えていましたが、おそらくそれは間違っているで
しょう。 

•それは、私がアメリカ合衆国で出会ったいくつかの研究から、そう確
信いたしました。 

•私たちが捨てなければならないのは、教科内容（まず教科内容があ
る）→教育方法（次に教科内容を教えるための方法がある）→授業実
践（二つを組み合わせて授業を作成する）という構図です。 



米国のＫ．バートンらは、ある面白い
研究結果を発表しております。 
• 彼らはある時、歴史学で博士号まで取得し、教職経験も15年程度ある、あ
る高校歴史教師（女性）の授業について、一定期間、参与観察する機会が
ありました。 

• 彼女は大学院時代、歴史学だけでなく、教職科目も受講し、教育学につい
ても知識を得ており、探究学習などについて学びました。 

• 歴史は解釈であり、教科書の記述も解釈であることを理解していました。 

•しかし、彼女の学校現場での授業実践は、「教科書の内容
の網羅・無批判的伝達」と「生徒の統制」という、どこに
でもある旧態依然のスタイルでした。彼女の内容学や方法
学の専門性は、授業のどこにも発揮されていませんでした。 



バートンは、実際に学校現場で探究学習を
行う他の複数の教師と彼女を比較し、次の
ような結論に至りました。 

• 大学で学んだことを授業に生かすかどうかは、そうした内容や教授学の知
識があるかどうかだけでなく、それらを現場で用いることの「意味」、つ
まり「なぜ私たちは、その内容を、その方法で教えなければならないの
か」について深く根源から議論して理解していないとダメ。 

• どんなにこちら（大学教員側）が「これは重要ですよ」と価値づけして内
容や方法を学生に教えても、それを教えることが「どういった意味がある
のか（なぜ現場でそうしたパフォーマンスをしなければならないのか）」
深く理解できていなければ、やがて大学卒業後に、それらは捨てられてし
まう。悪い意味で、周りの教師文化に流されてしまう（周辺正統参加）。 

（キース・バートン、リンダ・レヴスティク著（渡部竜也ほか訳）『コモ
ン・グッドのための歴史教育』春風社、2015年第13章より。） 



教科内容も教育方法も、学生たちの教育観
を無視して教えられてしまうと、卒業後に
「あれは大学での机上の空論」といって無
視されてしまいます。 

• どんなに内容学者が、ゴミ政策の現状や、リサイクルはよいことばかりで
はないという研究成果を伝えても、「それは学習指導要領に記載されてい
ない」「それは小学生（中学生）に教えるべきではない」「私のしたい教
育は、そんな小難しいことを教えることではない」と学生側が考えていれ
ば、それらの情報は、すぐに忘れられていく。 

• どんなに教育学者が、探究学習は素晴らしいといって説明しても、その方
法を扱うことの意味（なぜ子どもたちに探究活動をさせるのか）を理解で
きていなければ、学生は時間の問題でその知識を捨て、学校現場で広く普
及している旧態依然の単元計画や授業が実践されていくことになる。 

 



では、私たちは何をしなければならな
いのか？ 
• まず、できるだけ早い段階で、学生たちには、単元や授業の計画について、
根源から考え議論していくための時間をとる必要があるでしょう。 

• 単元のトピック（たとえばゴミ問題）で何ができるのか、そして何をせね
ばならないのか、「子どもの現状」「学問の研究成果」「社会の現状」を
踏まえて検討し、具体的な単元計画や授業計画の形で表現できるようにせ
ねばならない。社会科の場合、 教科目標である「主権者の形成」「健全な
国家・社会の形成者を育成する」を意識して、この目標達成のために、学
習指導要領で指定された（これを、〝aim-talk‶という） 

• 根源的に議論させるためには、単に教科目標を題目のように覚えさせるだ
けではダメ。従来型の単元・授業の計画だけでなく、学校現場ではあまり
お目にかからないような斬新な単元や授業構造を持つ計画案（やそれらの
実践記録）にも触れさせ、これらを比較させながら、具体的に検討させて
いく必要がある。 



例えば、それはどのような講義内容に
なるのか？ 
• 私が実際に行っている「中等社会科教育法Ⅰ」の計画や、Ｎ大学の計画な
どが、これに該当する。 

• 社会科として、やってはいけない単元や授業の計画とは何かについて、教
科目標からとらえさせる必要がある。また、それ以外の計画が子どもたち
にもたらす影響についても、教科目標の観点から評価させておく必要があ
る。 

（拙稿「カリキュラム・授業理論と教師教育論の連続的探求の必要性」（pp.73-75）
には、私の大学での講義計画が掲載されている。） 

（拙稿「我が国の社会科授業研究の特質とその意義」（pp.92-94）には、Ｎ大学の事
例が紹介されている。） 

• いずれも、「～主義社会科」とか「～型社会科」といったように、世界観
のことなる社会科の単元計画を取り上げ、その授業が子どもに与える影響
と、そのことが主権者形成という（教科目標の）観点から見た意義（と課
題）を検討できるようになっている。 

 



これを受講すると、学生たちはどうな
るのか？ 
• 自らが学校時代に受けてきた授業観や教科観（社会科観）が壊れる。 

• 自分たちの知らない教育観を知り、その幅を広げることになる。 

• 子どもを喜ばせることが教育の目的なのではなく、子どもを成長させるこ
とが目的であることを知ることになる。 

• 何をもって成長とするのかについて、さまざまな考え方があることを知る。 

• 民主主義社会において、学校が子どもたちの成長を支援するために何がで
きるのか、何をしなければならないのか、検討することができる。 



このような教科教育法が、あなたの大学
で組織できますか？ 

•「常識的な」教師教育の背後にあるもの 

○子ども理解＝児童心理学者が担当 

○教育方法＝教育学者が担当 

○教科内容＝内容学者が担当 

→いわゆる「教員養成分業論」 
教科目標、教科内容、教育方法の３つをトータルに議論でき
る担当者が不在…？ 



いや、いる！教科教育学者がそれだ！ 
• 教科教育学は、まさに教科目標を達成するために、何を（内容）、どのよ
うに（方法）教えなければならないのかについて、哲学的・経験科学的に
議論してきた総合科学・規範科学である。 

• 例えば、社会科教育学は、まさにこのニーズに応えるべく、研究がすすめ
られた分野である。 

例）拙稿「「授業研究」からみた社会科研究の方法論と国際化の課題」 

  拙稿「日本の社会科研究者の研究観と方法論（１）（２）」 

  池野範男「日本の教科教育研究者とは何をどのようにする人のことか」 

• もちろん、この議論は、哲学面（＝目標）では教育哲学、経験科学面（＝
子どもや社会の実態）では教育心理学・教育社会学、内容面では社会諸科
学などの内容学の研究成果や支援にも支えられている。 



もちろん、私の中等社会科教育法Ⅰだけで
は学生は十分に社会科教師になり得ない。 

•他にも、具体的な場面を様々に設定しながら、それに応じた単元や授
業の開発をする訓練が必要となる。 

•実際に行われた授業実践の記録を読み取り、その課題がどこにあった
のか、そして本来、どうするべきだったのかを、教育技術や子どもの
興味づけ以外の観点、特に授業のねらいや構造の段階から（根源か
ら）問い直す訓練をしていく必要がある。 

•そのためには、子どもの理解をより高めていくために、児童心理学や
発達心理学の成果を知る必要があるし、子どもたちが置かれている環
境や社会の現状について知る必要もあるので、教育社会学も学ばなけ
ればならない。 

• 内容面の省察や代替案の創出のためには、内容も知らねば作れない。 

 



ただこれらは、学生一人一人が、自分が教
師として授業などで何をしなければならな
いのか、そうした教育観や単元・授業観を
ある程度イメージできるようになってから
の方が効果が高い。（教科教育法先行説） 

 • 特に中学校や高校の教師を目指す学生には、授業観を高めてからでないと
マズい。なぜなら、彼らは、現場で蔓延する「網羅」「統制」の授業が、
高校で行う唯一の授業であると考えているからだ。 

• 「網羅」「統制」は、生徒の様子を知る必要があまりないスタイルの教育
法である。この通念を壊しておかなければ、学生の学習効果は半減する。 



教科内容専門の役割は何か？ 

• まず、実際に学校で教える内容を最終的に決めるのは、教科内容の専門家
でも、学習指導要領でもなく、教師であるということを理解しなければな
らない。 

• 教師は、自らの教育観や単元・授業観に基づいて、教科内容を意味づけて
いき、精選するのである。 

• こうした学び手の教育観を無視して、学問の論理（または学習指導要領の
枠組み）から大学側が教科内容学を構築し、学びの枠組みを設定しようと
する試みは、時間の無駄である。 

• 必要なことは、できるだけ早く学生に教育観や授業観を具体的に描かせて
いきながら、それを実際に単元計画や授業実践という形で実現するには、
どのような教科内容を事前に学ばなければならないのか、学生とともに検
討してやることである。 

 



つまり、どのような教科内容を学ぶべきな
のかを決めるのは、学び手でなければなら
ない。 

• 教師の志望者である学生が学ぶべきことは、内容学者や文部科学省が重要
と考えることとイコールではない。 

• 学生にとって必要となる教科内容の中身は、その学生の教育観や授業観に
左右されるのであって、大学側が先に設定することはできないし、すべき
ではない。もし大学内に、その学生が学びたい内容を扱える教員がいない
のであれば、積極的に外部の大学への学びを奨励すべきである。 

（ヘンリー・ジルー著（渡部竜也訳）『変革的知識人としての教師』参照） 

• ただ、都心の大学以外にこれを実行することは難しい。であるならば、教
科内容学者は、個々の学生の希望に応えるために、彼らにどのような本を
読むべきであるのかなどのアドバイスをしてやることが重要となる。 



ただ、学生は、自らの教育観や授業観を描
けても、そのために学ぶ必要がある内容が
何かを考察することは、難しいと思われる。 

• だから、そのための「教科内容学」が必要となる。それは、授業の形態別
（またはカリキュラムの形態別）の「教科内容学」を研究していくことであ
る。 

• あらかじめ学生が抱くであろう教育観や単元・授業観のいくつかを前もって
予想し、その実現のために必要となる教科内容について、内容学者と教育学
者とで検討して明らかにしておくのである。 

• 学生は、その研究成果を参考に、どのような講義を選択すればよいのかを考
えていく。学生の大学でのカリキュラム作りの補助をするための「教科内容
学」である。 

（拙稿「カリキュラム・授業理論と教師教育論の連続的探求の必要性」より） 



そんなに教師は自由ではない。学習指導要
領がある・・・そうお考えのあなたへ。 

• 教師は学習指導要領を「還元・実行」するような存在でなない。そもそも、
大綱化が進む昨今の学習指導要領で、それは出来ない。 

• なぜ、教師の多くが「教科書」に強く依存するのか。それは、各教科で何
をせねばならないのか、そしてそれは何故なのか、教師は理解できていな
いからである。 

• 各教科で何をせねばならないのか、それはなぜなのかと、根源から問った
ことのない教師がいくら集まって授業検討会（レッスン・スタディ）を
行っても、彼らはそうした視点を持つようになるわけではないし、彼らの
教科書依存も変わらない。 

 （渡部・川崎「教師の年齢・経験年数が社会科授業の実態や意識に与える
影響について」『学芸社会』第29号、2013年） 



主体的なカリキュラムや授業の調整者（＝
ゲートキーパー）としての教師を育成する
ことの重要性 

• 教師教育のカギは、教科のねらいやその具体的計画（カリキュラムや授
業）の在り方を根源から問い直し、社会や子どもの実態にあった授業実践
のできる教師の育成にある。 

• 教師のことをそのためには、教師は公的カリキュラムのユーザーとしてで
はなく、公的カリキュラムをよりよいものに主体的に読み替える「カリ
キュラム・メーカー」として位置づけなおす必要がある。 

• こうした、Ｓ．ソーントンは「ゲートキーパーとしての教師」と呼んでい
る。ゲートキーパーが学校改革の要であることは、他領域でも注目されつ
つある（新聞記事参照）。 

（スティーブン・ソーントン著（渡部竜也・山田秀和ほか訳）『教師のゲートキー
ピング』春風社、2012年） 



だが、従来の教員生成系学部の教師教育では、
そうした意識を学生の中に十分に育てきれてい
ない。 
•それは、大学の「教科教育法」などの講義が、学習指導要領の解説→
その実行のための教授方法（授業例）の紹介・・・といった流れに
なっていることも、一因である。 

•教師をカリキュラム・メーカーとして位置づけるのであれば、授業だ
けでなく、カリキュラム構造についても、外国のものなどや、日本の
過去のものなどを取り上げて比較・検討させて、学習指導要領が持つ
世界観を根源から問い直すような試みもあってよいだろう。 

•そもそも、↑のことができる教師を目指して、昭和20年代に教員養成
は大学で行うことが定められ、また学習指導要領は当時「試案（＝モ
デル）」とされていたのだ。この原点に戻らない限り、養成大学は師
範学校に成り下がる。 

（拙稿「わが国の初等・中等社会科教員養成の実態に関する基礎的研究（Ⅰ）
（Ⅱ）」参照） 



実は、ここまで話したことは、私自身
が学芸大学で試みていることでもある。 
• 私の講義を受けた学生が、例えば、とある１時間の社会科の授業実践を見たとする。
彼らはどのような授業分析をするのか。それを示したものが、Ｂ４の資料となる。 

• これは、私の講義などを受ける前の中等教員養成課程の学生（１年生）と、受けた
後の同課程の学生（４年生）、また受けなかった同課程の学生（４年生）に、同じ
授業実践を見て、感想を書いてもらったことの結果である。 

• 私の講義（中等社会科教育法）を受けた学生の多くが、ラディカルに単元の授業の
在り方を問えているし、またラディカルに具体的な代案を提出できている。 

• 特に、中等社会科教育法だけでなく、私や社会科教育学が設定するさまざまな講義
を受けた学生は、より内容のある、しかも多様な視点をもった分析ができている。 

• 逆に、私の講義を受講しなかった学生は、１年生とのほぼ同じ目線での記述内容と
なっている。具体的な代案の提供もできていない。 



論より証拠！と思います。 
（論にも自信がありますけど） 

• 教師教育の専門家という人たちが、さまざまな提案をしているが、私から
見れば、そのほとんどが「改悪」としか思えない提案である。 

• 特に、大学で教える教授内容を変えれば、教師が変わるとか、教育現場に
行く時間を増やせば、教師がわかるという暴論は、実質的に教師を変えな
いどころか、結果としてこれまで以上に、現場の悪しき教師文化（小学校
の過剰な児童中心主義と中学校や高校の「網羅」と「統制」の授業文化）
への無批判的受容を促してしまうだけになってしまいかねない。 

• なおここで発表した話は、最新の米国の教師教育をめぐる議論を踏まえた
主張であり、自信がある。 

• また、私の下でこうした訓練を受けて育った本学の学生（特に中高社会科
教師）をぜひご覧いただきたい。民主主義社会の形成者、主権者の育成の
ための授業や単元、カリキュラムの在り方を意識しながら授業づくりを試
みる「教師のプロフェッショナル」（決してＴＯＳＳのそれとは異なる）
が生まれている！（全員ではないが…（泣）） 



おまけです。ぜひ考えてみてください。 

•本日の講義から考えて、なぜショーマンのＰＣＫ研究に基づいた教師
教育構想では、うまくいかないといえるのか？ 

•私の考え方と、兵庫教育大学や福井大学などの教員養成構想などとの
違いはどこにあるといえるのか？ 

 

質問がございましたら、wtatsuya@u-gakugei.ac.jpまで。 
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